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第1講座

9月13日㊋

経営１

・ビジネスモデルの構築
・ターゲット市場と目標の設定
・経営戦略の策定

第2講座

9月20日㊋

経営２

・売れる商品/サービスの作り方
・マーケティングの基本
・価格設定の考え方

第3講座

9月27日㊋

・顧客育成の考え方
販路開拓1 ・販売促進の基礎
・店舗演出やネット活用の基礎

第4講座

10月4日㊋

・他事業者からの学び
販路開拓2 ・提供メニュー作成
・販売促進の準備

第5講座 10月11日㊋

財務１

・収支計画と資金計画の作成
・創業時の資金調達方法
・事業資金と生活資金の知識

第6講座 10月18日㊋

財務２

・具体的な経理業務
・資金繰りとは
・決算書と税務申告の基礎

第7講座 10月25日㊋

人材育成

・従業員を雇用するなら
・給与計算と労務管理
・人材育成の考え方

創業を目指す方や経営について学びたい方などを対象
に︑次のとおり講座を開催します︒
創業に必要な経営ノウハウ︵経営︑財務︑人材育成︑販
路開拓︶について︑基本的知識から一歩踏み込んだ創業に
必要な知識の習得を通じて創業する力を養成します︒

■カリキュラム：各火曜日の19時30分〜21時30分

●丹後支所/TEL：75-2222 ●久美浜支所/TEL：82-0155
●弥栄支所/TEL：65-3137（火・金のみ）

2016

◆会 場…京丹後市商工活性センター（京丹後市商工会）２階研修室
◆講 師…エスビーサポート合同会社 伊東 伸 氏（中小企業診断士）
◆費 用…3,000円（テキスト代）
◆対象者…創業を目指す方、創業後間もない方、事業承継予定者、事業承継後
間もない方。その他創業に関心のある方や経営について学びたい方など
◆定 員…20名程度 ◆申込締切…9月１日（木）
◆お申込・お問合せ…京丹後市商工会本所 経営支援課（☎62-0342）※商工会本所に、所定の申込用紙があります。

受講メリット

■創業に必要な知識とビジネスプランの作成方法が学べます。
■１講座２時間の短時間集中講座なので理解度がアップします。
■創業塾修了後の事後相談は経営支援員が全面的にバックアップします。
■個別相談も随時可能です。
■「京丹後市創業支援事業計画」に基づく特定創業支援事業の対象講座です（※）

（※）特定支援事業を受けていただいた場合のメリット

①創業前の方が会社を設立する際の登録免許税が半額になります。②通常創業2か月前から利用対象となる創業関連保証の特例が、創業6か月前から利用
できます。③無担保、第三者保証人無しの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡大されます。④日本政策金融公庫の新創業融資制度が自己
資金要件を充足したものとみなし利用できます。
（注）京丹後市在住の方で、京丹後市内で創業される方が、全7講座のうち5講座以上、かつ、「経営・財務・人材育成・販路開拓」に関する各テーマについ
て1講座以上受講した場合が特定創業支援事業の対象となります。メリット①は創業前の個人もしくは、創業後5年を経過していない個人が対象となりま
す。メリット②、③は創業6か月前から5年未満の方が対象となります。メリット④は創業前の方、創業後税務申告を2期終えていない方が対象となります。
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織物業部会

『研修・交流会』を開催しました
7月1日（金）プラザホテル吉翠苑にて織物業部会「研
修・交流会」を開催しました。
第一部の研修会には70名の出席のもと、
「記者が見
た丹後織物産地の現状」と題し、㈱京都
新聞社記者、大西保彦氏より講話をいた
だ いた 後、元 丹 工 職 員 、嶋 津 功 氏 より
「絹の不思議」についての講話をいただ
き、丹後地域の織物振興
▲大西保彦 氏
に つ い て改 め て 考 える
きっかけとしました。また、27年度部会
事業の結果、28年度部会事業予定につ
いて報告をさせていただきました。
▲嶋津 功 氏
第二部の交 流会では、情 報 交 換と親
睦を目的として実施し、今後、個の力で思い思いに動く
のではなく、組織として同じ方向を向いて、丹後ちりめ
ん産地を守っていくべく、がっちりスクラムを組むことが
できました。
平成28年度今後の事業予定 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●商工祭への協力 ●視察研修事業
●男のきもの着付け教室
●意欲ある部会事業推進助成金へ拠出
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Mineyama
Kumihama
Ohmiya

●網野支所/TEL：72-1863 ●大宮支所/TEL：68-0038

塾生 を募集 します

●TEL.0772-62-0342 ●FAX.0772-62-3553
●URL:http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp

創業塾
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ＩＴ講習会の受講生募集！

Webとアナログを活用した集客・販売促進！

◉日

程／9月8日 ㈭、15日 ㈭、28日 ㈬、10月6日 ㈭
全日程…13:30〜16:30
◉会 場／京丹後市商工会 2階 講習会等研修室
◉内 容／・売れるお店の条件
・接客､集客､追客で売れる仕組み
・アナログ＆デジタルを活用した
見込み客の集客法・接客・追客法
・アナログ販促＆デジタル販促
※なお、内容について変更する場合もあります。
◉講 師／中野 雅公 氏（中野IT活用診断士事務所）
◉受講料／無 料
◉定 員／20名（先着申込順）
◉締 切／平成28年9月5日 ㈪
詳しくは、8月23日 ㈫ の新聞折込「IT講習会のご案内」をご覧下さい。
お問合せは、京丹後市商工会経営支援課まで（☎0772-62-0342）

第 8 回 京丹後商工祭
出店者募集のご案内

開催日／平成28年10月29日㊏〜30日㊐
開催場所／丹後王国｢食のみやこ｣

自社のPRおよびおすすめ商品・製品の展示や販売の場として
活用ください。
〔募集内容〕飲食ブース15店舗 物販・展示ブース30店舗程度
〔応募資格〕原則として本商工会会員事業所・関係団体の方
〔応募方法〕所定の申込書（商工会にあります）に所要事項を記入の
上、期間内にお申し込みください。
〔募集期間〕8月10日〜9月12日
〔提出先〕 京丹後市商工会本所・支所（FAX 可：62-3553）
本イベントに係るお問合せは、京丹後市商工会振興課
（☎62-0342）
まで

サービス業部会

セミナー＆交流会の開催
サービス業部会では、去
る7月5日（ 火 ）、午 後 6 時
30分から“丹後王国食のみ
やこ”におきまして、『セミ
ナーと交流会』を開催いた
しました。本交 流会は、部
会事業のご案内とセミナー
を交 え部 会 員の 情 報 交 流
を目的とし、毎年開催して
おります。
▲セミナーの様子
本年度のセミナーは、神
戸壯太中小企業診断士事務所、神戸壯太 氏を迎え『お
店の「ウリ」を「売上」にする方法』と題し、お店の強み
を棚卸し、どのように顧客へ伝えるのか？分かり易く事
例を交えお話を頂きました。当日は29名の部会員のご
参加を頂き情報交換等が活発に行われました。

観光業部会

観光まちづくり勉強会を開催しました
6月21日（火）に本会久美浜
支所を会場として「観光まちづく
り勉強会」を開催しました。今回
の勉強会では、宿泊業に携る事
業所より17名の方に参加をいた
だき「外国人観光客のおもてな
し」と「京 丹 後市観 光 施 策 」を
テーマとして勉強会を行いまし
た。講師に京丹後市役所観光振
興課長の引野氏、京丹後市国際
交流センターの廣野氏・麻田氏
▲おもてなしマニュアル本
をお迎えし、約1時間30分とい
う短い時間ではありましたが、インバウンド対応の基礎
知識の習得と、観光業分野の意見交換を行うことができ
ました。本年3月に京丹後市より発行された「外国人観光
客おもてなしマニュアル」を活用した勉強会であり、接客
対応時に参考となる項目構成となっています。
本 マニュアル につ いて 詳しくは U R L→
http://www.city.kyotango.lg.jp/kanko/spot/engli
sh/documents/0000.pdfよりダウンロードできます
ので、関連業種の方は、どうぞご確認ください。
▶観光まちづくり勉強会の様子

▶交流会の様子

平成28年度部会事業計画 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●セミナー＆交流会の開催
●視察研修事業（9/11−12）の開催
●京丹後商工祭に部会ブース（10/30）の出展
●部会CS向上セミナー（11月中旬）の開催

部会報告

